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�� 英国の農村振興政策：イングランドの農業環境支払いを中心に�

�

１� 英国における農村振興政策の枠組み�

１）英国の農業構造に関する基本的データ�

� 英国は面積が日本の約３分の２、人口が約２分の１の島国だが、険しい山地が少なく（英

国の最高峰はスコットランドにある標高 1,343メートルのベンネビス山）、国土面積の約７

割が農業に使われ、EU の中で極めて農用地比率が高い（EU 全体の農用地比率は 42%）。

農家数は約 30万戸、1戸当たりの平均経営面積は 55haと大きく、大規模で効率的な農業

が営まれている。耕地の大部分は南東部に集中し、特に東部は小麦等の穀物単作地帯であ

り、北東部に行くにつれ、酪農などの畜産が増える。さらに北部・西部に行くと低温で地

力の低い丘陵地帯となり、この多くは条件不利地域に指定され（農用地の約 20%が LFA

指定）、粗放的な羊の放牧などが行われている。

２）共通農業政策予算の配分�

� 共通農業政策（CAP）予算のうち英国が支出した額は 2007年には約 41億ユーロであっ

たが、そのうち農村振興向けである第２の柱（第２ピラー）に仕向けられる比率は、EU

全体では 18%であるのに対し、英国では４%であり、極めて第１の柱に偏った配分となっ

ている。英国政府支出分を加えた 2007－2013予算について IEEP（2008）が行った試算

では、２つの柱間の支出比率は 3.4：1 であり、EU27 の 2.1：1、旧加盟国である EU15

の 2.6：1との数値と比べ、農業支出は EU内でも第１の柱に偏重している。

� 英国は、第１の柱から第２の柱に財源を移管する義務的モジュレーションに上乗せして、

自主的に追加的な財源移管を行っている（自主的モジュレーション）。この自主的モジュレ

ーションの率は英国を構成するイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルラ

ンド毎に異なり、2008年から 2013年までの率は表１の通りである。

表１� 英国の義務＋自主的モジュレーションの率�

年� ����� ����� ����� ����� �����

イングランド� 	
������� 
������� �
������� �
������� ��
������

ウ ェ ー ル ズ� 	
��	��	�� 
�������� �
��������� �
��	����	�� ��
��	����	�

スコットランド� 	
������� 
��	����	� �
������ �
	����� ��
������

北アイルランド� 	
������ 
	����� �
	����� �
	����� ��
������
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� 第２の柱の農村振興策は、EU が承認した国あるいは地域別の農村振興計画に対し助成

されるが、英国ではイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドに関す

る４つの地域振興計画が策定され、全体予算および EUからの支出は表２のようになって

いる。表２にあるように英国全体の特徴として、第２の柱のうち第２軸（Axis２）への支

出比率が高く、モジュレーション率の高さとあわせ、英国の農政は環境に重点をおいたも

のへと転換を進めていると言える。

�

表２� 英国の４つの農村振興計画と予算額�

（百万ユーロ）�

７年間の予算額 うちEUからの予算 総予算のうち

第２軸の割合

The Rural Development Programme 

for England 2007-2013 
5,187 3,217 81% 

Scotland Rural Development 

Programme 2007-2013 
2,133 � 676 69% 

Northern Ireland Rural Development 

Programme (NIRDP) 2007-2013 
� 323 � 171 58% 

The Rural Development Plan (RDP) for 

Wales 2007-2013 
� 991 � 377 73% 

出所：�����のウェッブサイトより�

�

以下、本章では、イングランド農村振興計画を中心に英国における農村開発政策の現状

をみていくこととする。

３）イングランド農村振興計画と条件不利地域対策の変更�

� 表３は、2007－2013 年イングランド農村振興計画予算を各軸（Axis）別に見たもので

ある。特に第２軸に突出しているが、その中でも農業環境支払いが農村振興計画予算全体

の 68%を占めている。�

表３　2007-2013イングランド農村振興計画予算

        （単位：万ユーロ）

公的負担額 うちEU負担額 EU負担率(%) 軸別比率(%)

第１軸 ������ ������ ���	 ��


第２軸 �	���� ����	�� ���� ��	

第３軸 ������ �
��� ��� 
��

第４軸(LEADER) �	���� 	
��� ���� ���

技術支援 ��� 	�� � �

合計 �	���	� ��	���
 ���� �

資料：European Commission "Rural Development Country File(United Kingdom)"

表３� ����－����年イングランド農村振興計画予算�

（万ユーロ）

出所：European Commission�Rural Development Country File（United kingdom）�
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� また、同じく第２軸に含まれる Upland政策（条件不利地域政策）は、イングランド農

村振興計画予算の 4.6％を占めるが、この Upland政策は、2010年から、農業環境支払い

である Environmental Stewardship Schemeに Upland ELSとして統合されるので、農

業環境支払いの比率はさらに高まることになる。

� イングランドの北部や西部に多い条件不利地域で営まれる粗放的な畜産経営の維持のた

めに Hill Farming Allowanceが支払われてきた。条件不利地域助成を農業環境支払いに

統合する背景としては、

・英国の条件不利地域の多くは粗放的な畜産を特徴としており、この農法の維持が英国

の丘陵地特有の生物資源や景観の保護に貢献している、

・他方、EU の条件不利地域政策のもう１つの目的である地域振興面については、英国

の農家は広大な農場内に農村集落とは離れて存在することが多く（特に丘陵地域の畜

産は生産性が低いため経営面積は広大になりがちである）、これら農家への支払いは必

ずしも地域振興とは結びつかない、

・農業環境支払い制度に組み込むことで、条件不利地域支払いの対象外であった酪農経

営や小規模経営なども助成対象とすることができる、

という諸点が挙げられると考えられる。

２� イングランドの農業環境支払いの背景と関連政策�

１）政策の背景�

� 以上みてきたように、英国では農村振興政策に占める農業環境支払いの比率が極めて高

いが、そこには英国特有の国土条件や国民の関心があることをまず念頭に置いておく必要

がある。

� EU の中では強い構造を持ち競争力の高い英国農業であるが、国民の農業に関する関心

の多くは、農業の環境に与える悪影響を是正し、いかに田園地域の環境を保全するかに向

けられている。

� 約 200年前の産業革命を契機に多くの英国人は労働者として都市に集まり、都市住民に

とって農業との繋がりは少ない。国土の７割を占める英国の農地は、旧くは大土地所有者

の狩猟の場であり、近代に入っては都市住民にとって自然を楽しみ余暇を過ごす場所であ

る。英国人は、美しい農村景観を形作る生け垣や農地内の立ち木、小さな雑木林、緑地、

放牧される牛や羊を楽しみ、野鳥やウサギなどの小型ほ乳類、蝶やマルハナバチといった

昆虫類を農村に求める。国土の７割近くを占める山地に自然を求める日本人と異なり、英

国人にとって農村とは自然を楽しむための場所なのである。

� 従って英国国民は農業者に「美しい農村を管理する庭師」という役割を強く期待してお

り、肥料や農薬の多投による水質や土壌の汚染や野生生物の減少、大型機械の使用のため

の農地の大区画化とそのための生け垣や立ち木の除去、排水事業による湿原の耕地化とい
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った農業の近代化がもたらす環境への悪影響は、国民の批判の的となってきた。特に英国

が 1973 年に EU に加盟し、共通農業政策の手厚い保護の中で農業の集約化が進んだこと

は、EUへの分担金という多額の税金を投入した挙げ句に環境破壊を招いたとみなされた。

� 一方、英国の農業は、ヨーロッパの中でも強い農業構造を持ち、効率的な経営が展開さ

れている。農家１戸当たりの平均経営面積は 55ha であるが、この数値には多くの「趣味

的」経営が含まれ、農業で食べて行ける農家の平均規模は約 180ha、100ha規模以上の農

家の農地が農地全体に占める割合は６割となっている。英国も家族経営が主体だが、この

家族経営がビジネスとして成り立つことが農業側にとっての第一の目的である。ビジネス

として成功する農業と環境への悪影響を抑える持続的農業をいかに両立させるかが、英国

の農業政策の大きな命題の１つである

２）農業と環境の両立に向けた各種政策�

� 農業と田園地域の環境保護との並立は、農業政策、環境政策の両面から実施される。英

国では、2001年にそれまでの農漁業食料省が再編され、旧環境・運輸・地域問題省や旧内

務省の機能の一部を移管し、「環境・食料・農村地域省」（Department for Environment, 

Food and Rural Affairs）（以下、Defraと略す。）となった。この組織再編を通じ、農村に

おける環境保護が一体的に行われる体制が整ったと言えよう。政策の実施機関として、田

園地域の環境保全を目的とする３団体が合併して創設された政府の公的機関たる Natural

England（NE）が環境政策、農業政策の双方を担当する。

� 農村における環境保護を行うための環境政策の主な手段は、優れた景観や生物生息地な

ど環境的価値の高い地域を指定し、その地域内での農業などの土地利用活動を制限するも

のである。このため英国には、国立公園、National Nature Reserves（NNR）、Area of 

Outstanding Natural Beauty（AONB）、Sites of Special Scientific Interest（SSSI）な

ど保護目的と手段に応じて様々な地域指定制度が存在する。これらの指定地域の多くは農

業的に利用されており、地域内の農業者は、その地域の環境価値を損ねないような農業活

動を行うことが求められる。制度毎に環境保護水準の強弱があり、総じて、国が直接対象

地を買い上げて管理を行う（実際に管理を行うのは Natural England）NNRが最も保護

水準が高く、次は SSSI であろう。また、これらの指定地域内の農地では農業環境支払い

制度において HLS（Higher Level Scheme）の対象地に優先的に指定されるなど、農業環

境支払いとの整合も図られている（後述）。

� 一方、農業政策の手法には、糞尿散布規制といった投入規制、EU の単一支払いに伴う

クロス・コンプライアンス、農業環境支払いがある。

� 投入規制に関しては、特に化学肥料や家畜ふん尿に由来する地下水や表流水の硝酸態窒

素汚染や富栄養化対策が中心である。一方、農業環境支払いは、後述するが、環境への悪

影響を抑え環境価値を高めるような農業活動への助成である。単一支払いの受給の条件で

あるクロス・コンプライアンスは、投入規制、農業環境支払いの双方を含んでおり、いわ

���
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ば、農業者が取り組むべき最低義務ラインを設定している。

３）クロス・コンプライアンスと農業環境支払い�

� 第１の柱の単一支払い（Single Payment）を受給する上で条件づけをするクロス・コン

プライアンスには、これには、耳タグの装着など家畜の個体管理、動物福祉、家畜の疾病

管理、土壌や水質の管理、野生生物や生息地の保護、景観管理、肥料・農薬の管理、記帳

などが含まれる。英国では、18 の Good Agricutural and Environmental Conditions

（GAECs）と 18の Statutory Management Requirements（SMRs）が規定されている。

英国で単一支払い業務を担当しているのは、Defra の執行機関である Rural Payment 

Agency（RPA）であり、クロス・コンプライアンスの実施状況のチェックも RPAが担当

している。

� 農業環境保全に関する事項は農業環境支払いとクロス・コンプライアンス双方に含まれ

るが、その関係を図示すると、以下のようになる。

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 例えば、生け垣の管理についての規定は農業環境支払いにもクロス・コンプライアンス

の中にもあるが、農業環境支払いの中の ELS事業、HLS事業、クロス・コンプライアン

スにおける生け垣の管理についての内容は表４のようになる。

� 英国の農村振興政策においてヘルスチェック後の大きな関心事は、穀物価格の高騰を背

景にした Set Asideの廃止であった。減反政策が廃止されることにより、減反対象地が提

供していた生物生息地が減ることへの懸念が高まり、代替策として、一定比率の減反をク

ロス・コンプライアンスに入れて義務化するかどうかが論議の対象となった。農業者団体

は義務化に反対し、農業者の自主的な取組による減反および環境保護取組の実施を主張し

�����事業�� 環境価値の高い農地に対しオーダーメイド

高度な環境取組を行う�

�����事業�� 申請すれば誰でも参加できる、取組内容は易しい�

��クロス・コンプライアンス�� 単一支払いを受給するための条件として�

実施すべき環境に優しい農業活動�

��農業環境支払い��

支払い単価は取組内容による

１年１ha当たり 30ポンド

単一支払いの単価は、イングランドの耕種農場で

１年１ha当たり 226ポンド（控除後の額）
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た。これについては、2009 年 7 月農業者が自主的に減反・環境保全に取り組むこととな

った。

３� イングランドの農業環境支払い制度：��������	�
���
	�����������	�	に

ついて�

１）制度の概要�

� 英国の４カ国それぞれに農業環境支払い制度があるが、イングランドではそれは

Environmental Stewardship Scheme（以下「ES事業」と略す。）である。

� ES 事業は、環境に優しい特定の方法で農業を営むことについて農業者と事業実施機関

とが協定を結び、当該農業者はそれによって被る損失について事業実施機関から補填され

るという制度であるが、このような英国での農業環境政策の手法は、1987 年の

Environmentally Sensitive Areas（ESA）制度から始まっている。ESA制度は 22の地域

を指定し、その地域内の農家や土地所有者と農業管理方法について契約を結ぶものである

が、1991 年からは、22 の地域外ではあっても保護が必要とみなされる地域の農家等を対

象とした Countryside Stewardship Scheme（CS）が追加された。2005 年に現行の

Environmental Stewardship Scheme（ES）が導入されたが、以前の ESA事業及び CS

事業が特定地域を対象としてかなり高度な農地管理手法を対象としていたのに対し、ES

事業は「広く浅い農業環境施策」の必要性への認識から導入されている。なお、現時点で

ESA事業及び CS事業については新たな申請は受け付けないが、これまでの取組の協定期

間（両制度とも契約期間は 10 年間）が継続しており、その協定期間は終わるまで施策と

して存続している。ESA事業とCS事業の対象となっている農地約 100万haについては、

現行の協定期間の終了後は ES事業（特に HLS事業）への転換を推奨している。

� ES事業は、2007－2013年期間のイングランド地域振興計画の中心をなす施策であり、総

予算の390億ポンドのうち290億ポンドを占める。ES事業の主要目的は、

・野生生物（生物多様性）の保護

クロス・コンプライアンス�
生け垣の中央から２� 幅は耕作しない、肥料・農薬を散布し

ない�

���事業（一般事業）�

生け垣の中央から �� 幅について、クロス・コンプライアンス

での取組に加え、生け垣の高さや刈り込みの頻度、時期な

どが制限される。�

���事業（高度事業）�

生け垣の中央から �� を越える部分も含め、耕作しないなど

生物生息地用に管理する、耕作していない場所に当該地の

生物保護に適した野生種の種を蒔くなど環境目的達成のた

めの取組を実施�

表４� 生け垣の管理に見る各事業の比較�
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・景観の維持と改善

・歴史的な環境と自然資源の保護

・田園地域に関する人々のアクセスと理解の推進

・自然資源の保護、

であり、２次的目的として、

・遺伝資源の保護

・洪水の管理

もあげられている。

� ES事業には一般的な取組内容のEntry Level Scheme（ELS）事業と、より高度な対応へ

の取組を対象とするHigher Level Scheme（HLS）事業、有機農業を対象としたOrganic 

Entry Level Stewardship（OELS）事業がある。また前述したように、2010年からUpland

Entry Level Scheme（UELS）が条件不利地域支払いに代替する制度として新たに開始さ

れることになっている。表５は各事業の概要を比較したものである。

� ELS事業とOELS事業は、支払いを受けるために必要なオプションをha当たりそれぞれ

30ポイント／60ポイント分実施しなくてはならない。ただし有機農業についてはそれ自体

が環境に良いとの考えから、有機農業対象地は最初から自動的に30ポイント付与される仕

組みとなっている。両事業とも実施期間は５年、必要ポイントに達するように取組を行え

ば、どの農業者／土地所有者も助成を受けることができる。一方HLS事業は、環境価値や

環境保全の優先度が高い地域を対象に、10年という協定期間を設定し、より複雑な取組を

表５� イングランド ��事業における各事業の概要�

出所：Natural England（Feb.2010）“Higher Level Stewardship Handbook” 

名称

�������	
	�

��	�������

���������������	
	�

��	�������

����	���	
	�

��	�������

��� ���� ���

（導入レベル事業） �有機導入レベル事業� （高度レベル事業）

事業のレベル
��事業の中で最も容易 ���事業の有機農業版 農業者により高度な目

標の達成を求める

事業対象者

全ての農業者 有機農場または有機移

行農場を持つ農業者

事業目標地域内あるい

はそれ以外の地域での

目標達成度により農業

者と協議

事業実施期間 ５年 ５年 １０年

支払い水準

年間��当たり��ポンド 年間��当たり��ポンド

有機農業への転換期に

はさらに��あたり���

ポンドが支払われる

取組内容により額は異

なるがより高度な取組

に対しより多額が支払

われる

名称

�������	
	�

��	�������

���������������	
	�

��	�������

����	���	
	�

��	�������

��� ���� ���

（導入レベル事業） �有機導入レベル事業� （高度レベル事業）

事業のレベル
��事業の中で最も容易 ���事業の有機農業版 農業者により高度な目

標の達成を求める

事業対象者

全ての農業者 有機農場または有機移

行農場を持つ農業者

事業目標地域内あるい

はそれ以外の地域での

目標達成度により農業

者と協議

事業実施期間 ５年 ５年 １０年

支払い水準

年間��当たり��ポンド 年間��当たり��ポンド

有機農業への転換期に

はさらに��あたり���

ポンドが支払われる

取組内容により額は異

なるがより高度な取組

に対しより多額が支払

われる

���
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求めるものである。旧制度も含めたイングランドの農業環境各事業の実績は表６のように

なっている。農業環境支払いの制度で農用地の約67％、ES事業のみでも農用地の56%で事

業が実施されている。

�

２）�������	
	����	�	（���事業）について�

� ELS事業は、農業環境支払いの各制度の中で「広く浅い農業環境施策」を担うものであ

る。農業者（自作農、小作農、契約農業者）あるいは土地所有者は、対象とする農地１ha

につき 30 ポイントになるように、さまざまな農地管理項目を組み合わせて申請する。こ

れを実施すると1ha当たり年額30ポンド払われる仕組みである。例えば100haの農場は、

様々な項目に取り組むことにより 3,000ポイントを達成すれば、年額 3,000ポンドを受け

取ることができる。農地管理の項目とそれぞれのポイント単価は、章末の付表のようにな

っている。多くのオプションが用意されているが、

� ES制度の申請には（ELS, OELS, HLS全て）、単一支払い制度運用の基礎となっている

Rural Payment Agency’s（RPA）の Rural Land Register（RLR）が活用される。RLR

により農場の土地は一筆毎に登録されており、農業者から申請される土地（農地の他林地、

空き地なども含まれる）は、RLRを活用して助成を受けるために必要なポイント数が計算

される。農業者は、必要ポイントを達成するために、どの項目をどの程度組み合わせて取

り組むかを考えて申請することになる。ネット申請すれば、自動的にポイント計算される

システムが構築されており、申請されたポイント総数が必要ポイント数を上回っていれば、

表6　イングランドにおける各種農業環境政策の実施状況（2010年1月末現在）

面積（ha)
農用地に占める

割合(%)
協定の数

年間予算額

（百万 £）

ES制度 ��� ������	�
 ��� ���	� ����

���� ������ ��
 ����� ��	

HLS(単独） ����� 
�� ��� ���


ES制度計 ���
��
�� ���
 ���� �	���

（参考）HLS計 ����� � �	� ����

旧制度 �� ����� �� �
��
	 ����

��� ����
� ��
 ��
�� ��


全制度計 �������	 ���� �	���� ����

注：HLS対象地の多くはELSやOELSに含まれている。

資料：Natural England(Feb.2010)"Environmental Stewardship Update"

表６� イングランドにおける各種農業環境政策の実施状況（����年１月末現在）�

出所：Natural England（Feb.2010）“Environmental Stewardship Update” 

���
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ほぼ自動的に ELS事業に参加できる。

� ELS事業はそれぞれの項目については、具体的な管理方法が指定されている。項目の中

でも採用の多い生け垣の管理（コード番号 EB1 と EB2）の場合、以下のような指定がな

されている。

�

EB１と EB２の生け垣の管理について

この項目に取り組む場合には、以下の方法で行わなくてはならない。

・生け垣の高さは、周囲の景観に一般的なものに合わせなくてはならないが、1.5m以

上でなくてはならない。生け垣の高さと幅は生物生息地の成否にかかわる。（協定開

始当初は 1.5m を下回っていてもこの項目を採用できるが、生け垣を 1.5m 以上に

生育させなくてはならない。）

・生け垣の中心から２mの範囲内では、耕起、肥料や堆肥の散布、農薬散布をしては

いけない。

・生け垣の刈り込みは２年に１度以上行ってはならない。同じ年に全ての生け垣の刈

り込みを行わないように。

・刈り込みは鳥がヒナを育てる 3月 1日から 7月 31日の間行ってはならない。

・生け垣の新植や除去は、3 月 1 日までに行わなくてはならない。ただし、特別な事

情があれば、鳥の巣が無いとの調査結果があれば、4 月 1 日まで作業を行うことは

できる。

・地域の景観に合うのであれば、生け垣の中にすでにある若木を成長させてもかまわ

ない。

３）����	���	
	����	�	（���事業）について�

� 必要ポイント数さえ満たされていれば、ほぼ自動的に採択されるELS事業と異なり、HLS

事業は申請された取組が環境面での成果をあげうるかどうかをNEが判断して採択の可否

を決める結果重視型の事業である。

� HLSとして採択するかどうかの要件には

・HLS事業の重点地域内かどうか。

・対象地に SSSIや他の特別保護制度が含まれているか。

・環境保護団体からの情報（鳥や昆虫の生息地情報など）。

などが考慮され、それに対して申請された取組内容が環境上の成果をあげうるかどうかが

重要となる。また、最大の成果をあげるため、申請内容について NEが変更や追加を求め

ることもある。

� 従って、ELS事業と HLS事業とでは申請手続きなどが大きく異なっており、HLS事業

では申請前から事業実施期間中まで、ES事業実施機関の NEのスタッフ（アドバイザー）

���
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が何度も農家を訪れ濃密にサポートしている。HLS 事業では、農業者は Farm

Environment Record（申請用の地図）（章末の参考図参照）をもとに Farm Environment 

Plan（FEP）を作成して申請するが、FEP は各農地やオプションについて生物資源等の

状況や行おうとしている管理方法、取組によって達成すべき具体的目標等を詳細に記載し

たものであり、殆どの場合、民間のアドバイザーとともに作成することになる。同時に申

請予定農場について、NE のアドバイザーが農場を訪れ、申請内容について意見交換をす

る。この FEP作成にかかる費用は、HLS加入の有無に関わらず農地面積に応じた補填が

NEよりなされる。

� HLS事業の各オプションの支払い単価は ELS事業よりも高く、また、池の設置、生け

垣の新設など ELS 事業には含まれないハード事業が含まれる。しかし、例えば、耕地の

周縁部に設けられた生息地に蒔く野生種の種類などが、農場や農地によって詳細に指定さ

れており、管理コストも大きいと考えられる。

（出典一覧）�

Defra(2007)�The Rural Development Programme 2007- 2013 : A Summary”   

Defra (2009)�Further information: Modulation question & answers” 

Defra (2009July)�The Future of our Farming” 

Defra and Natural England (2008)�nvironmental Stewardship Review of Progress” 

IEEP (2008)�Funding for Farmland Biodiversity in the EU: Gaining Evidence for the EU 

Budget Review” 

Natural England (季刊誌)�Environmental Stewardship Update”  

Natural England (2010)�Entry Level Stewardship Handbook” 

Natural England (2010)�Higher Level Stewardship Handbook” 

Policy Commission on the Future of Food and Farming (2002) ‘Farming and Food: a 

sustainable future’ 

���
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付表� �	
������������における助成対象項目とポイント数�

�

コード番号 対象となる項目の内容 取組の単位
単位当たり

ポイント数

申請のためのプランの作成

��� Farm Environment Plan（農地地図）の作成 �� �

農地の境界に関する事項

��� 生け垣の管理（生け垣の両側） �		
 ��

��� 生け垣の管理（生け垣の片側） �		
 ��

��� より高度な生け垣の管理 �		
 ��

��� 石に覆われた境界の管理（片側） �		
 �

��� 石に覆われた境界の管理（両側） �		
 �

�� 溝の管理 �		
 ��

��� 溝の片面の管理 �		
 �

��� 生け垣と溝の管理の組み合わせ（EB1との組み合わせ） �		
 ��

��� 生け垣と溝の管理の組み合わせ（EB２との組み合わせ） �		
 �

���	 生け垣と溝の管理の組み合わせ（EB３との組み合わせ） �		
 �

���� 石垣の保護と管理 �		
 ��

����� 土盛りの管理（両側） �		
 ��

����� 土盛りの管理（片側） �		
 �

立ち木や森林に関する事項

��� 耕地における農地内での保護 木 ��

��� 草地における農地内での保護 木 �

��� 森林での柵の管理 �		
 �

��� 森林の周縁地の管理 �� ��	

����� 生け垣の中での立ち木育成のための生け垣の手入れ 木 �

����� 耕地での生け垣の中の立ち木の周縁の保護 �� �		

����� 草地での生け垣の中の立ち木の周縁の保護 �� �		

歴史的な特徴や景観上の特徴に関する事項

��� 伝統的な農場建造物の維持管理 平方m �

��� 考古学的価値があり現在耕作している農地での耕作の中止 �� �	

��� 考古学的価値があり現在耕作している農地での耕す深さの削減 �� 	

��� 考古学の調査対象地での雑草の管理 �� ��	

��� 草地での考古学的特徴の管理 �� �

���
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�

（続き）

コード番号 対象となる項目の内容 取組の単位
単位当たり

ポイント数

農地の外縁部に関する事項

��� 耕作された農地での２mの緩衝帯の設置 �� ���

��� 耕作された農地での４mの緩衝帯の設置 �� 	��

��� 耕作された農地での６mの緩衝帯の設置 �� 	��

��	 集約的な草地での２mの緩衝帯の設置 �� ���

��
 集約的な草地での４mの緩衝帯の設置 �� 	��

��� 集約的な草地での６mの緩衝帯の設置 �� 	��

��� 改良された草地にある池の周りの緩衝帯の設置 �� 	��

�� 耕地にある池の周りの緩衝帯の設置 �� 	��

���� 水路に隣接した耕地での６mの緩衝帯の設置 �� 	��

����� 水路に隣接した集約的草地での６mの緩衝帯の設置 �� 	��

耕地に関する事項

��� 耕地の角地の管理 �� 	��

��� 野生の鳥用の種をまぜること �� 	
�

��	 花粉や蜜の多い花を混ぜること �� 	
�

��� 冬期間の刈り株の維持 �� ���

��� ビートルバンクの構築 �� 
�

�� ひばりの保護地の確保 保護地の数 


��� 高い場所での農地での刈り取りを行わない穀類生産 �� ���

���� 高い場所での農地での肥料を用いない穀類生産 �� ���

���� 希少植物のための耕しても生産を行わない周縁地 �� 	��

����� 耕地内で地上で巣作りする鳥のために刈り取りを行わない土地 �� ���

���
� 冬期間の刈り株の維持後に除草剤を減らした穀類生産 �� ��


����� 冬期間の刈り株の維持の延長 �� 	��

特定の作物タイプの導入を誘導するための事項

��� 春穀物の生産時の下草の育成 �� ���

��	

ホールクロップサイレージ用の穀物の生産と刈り株の冬期間で

の維持 �� ���

���
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�

（続き）

コード番号 対象となる項目の内容 取組の単位 単位当たり

ポイント数

土壌と水質の保護のための事項

��� 土壌浸食を減らすためのトウモロコシ生産の管理 �� ��

��	
 土壌浸食と流亡を防ぐための耕地内での草地 �� �	�

��
 水路のための耕地での12mの緩衝帯の設置 �� ���

����
 土壌浸食と流亡を防ぐためのトウモロコシ生産のより高度な管理 �� �

����
 水路の柵の管理 ���� �

����
 冬期の被覆作物の導入 �� �	

SDA（条件不利地域）外での草地に関する事項

��� 農地の角地を管理の対象から除外 �� ���

��� 低投入による永久草地 �� �	

��� 非常に低い投入による永久草地 �� �	�

��� rush（燈心草）の草地の管理 �� �	�

草地での混合放牧についての事項

��	 混合放牧 �� 

SDA（条件不利地域）内での草地やムーアランドに関する事項

��� 農地の角地の管理 �� ���

��� 低投入による永久草地の管理 �� �	

��� 非常に低い投入による永久草地の管理 �� ��

��� rush（燈心草）の草地の管理 �� ��

��	 囲われた地域での放牧 �� �	

��� ムーアランドと放牧 �� 	

資料：Defra(2010)　 �������	
	����	����������������� –��������������

注　※のついたコードは2009年もしくは2010年より新たに導入されたオプションである

出所：Defra（2010）� �������	
	����	����������������� ���������������

���
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参考図：Natural England のパンフレットにある HLS 事業のための Farm Environment Record の例 
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